シリーズ

FDA の一室から
米食品医薬品局医療機器・電磁波製品審査センター
循環器医療機器審査部審査官
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ドポイントに加えると総イベント数
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注 1）虚血性心疾患や脳血管障害を発症し
ても軽症で寿命や日常生活に影響を与え
ない場合，そのイベントをエンドポイン
トとして死亡例と同じに扱うと重みに差
が出るという見方もできる。一方で軽症
循環器合併症はその後により重篤な事象
が起こるリスクが高いことからエンドポ
イントに含めてもよいという見方もあ
る。エンドポイントは医学的見地から選
択すべきであることはもちろんだが，そ
れが試験のデザインを大きく左右するた
め，実際的，統計学的見地を踏まえて総
合的に決める必要がある。
注 2）同じ相対危険度ならば，両群の総イ
ベント数を総被験者数で割った数が0.5に
近いほど統計学的検出力が高いため。例
えば，冠動脈ステントの臨床試験で真の
エンドポイントを循環器関連死・心筋梗
塞発症とし，5 年で治療群・対照群のイ
ベント割合がそれぞれ0.03，0.05
〔オッズ
比（OR）1.7，n＝500/群〕だったとする
と，움＝0.05でパワー30％ 。これに対し
代用エンドポイントをステント再狭窄率
とし，1 年で治療群・対照群のイベント
割合がそれぞれ0.15，0.23
（OR 1.7，n＝
500/群）
とするとパワーは90％にもなる。
注 3）
ヒストリカルコントロール群と治療
群の間に，結果に影響を及ぼすほかの因
子があるとその影響を受けるため，ある
患者がどれくらい他の因子を含んでいる
かをスコア化し，そのスコアが近い患者
同士を選んで比較しようとする考え。例
えば冠動脈ステントであれば，糖尿病の
合併はスコア 3 点，過去のステント治療
歴があると 1 点，病変長は長いほど悪影
響なのでA mmだとスコア 2 ×A点という
スコア化をあらかじめ多重回帰分析など
の方法で行い，スコアに応じてマッチン
グする。

